
令和４年３月

単位：千円
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　　令和４年１月に市長選挙が行われたため、「骨格予算」を基本としつつ、芦原温泉駅

　周辺整備、道の駅整備のほか、人口減少対策など継続的に取り組むべき事業を計上

　した予算となっています。

 ・第2子に係るこども園料無償化の拡大（年収 ： 360万円未満 → 640万円未満）

私立認定こども園施設整備補助事業
 ・認定こども園（白藤、いちひめ）における大規模改修等への補助

 ・ゆ～i夢カードにおけるアプリ導入への支援

（3,767） 

 ・県営事業負担金（区画整理、暗渠等：柿原、新郷・下番、重義）
 ・県営事業負担金（農道保全：フルーツライン）

若い世代にやさしいまちづくり

縁結び推進事業
 ・出会いの場の提供、婚活への支援（イベント・セミナー開催） など

結婚新生活応援事業
 ・結婚新生活支援事業補助金（引越・住宅費用への支援）
    39歳以下・世帯所得 400万円未満
    39歳以下・世帯所得 400万円以上 500万円未満

（最高 300,000円）
（最高 100,000円）

 ・Ｕ25夫婦支援金（若い世代への支援）
    25歳以下・世帯所得 400万円未満 （100,000円）

あわらっこ子育て応援祝金事業
 ・出産祝金（第１子 10,000円、第２子 30,000円、第３子以降 50,000円）の支給

多子世帯支援事業（令和4年9月～）
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133・140
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令和４年度 当初予算のポイント

事業別
ページ

JＲ芦原温泉駅周辺のまちづくり

農業基盤整備事業

芦原温泉駅周辺整備事業
 ・賑わい施設整備工事
 ・東西自由通路整備工事
 ・西口アクセス道路等整備工事
 ・東口交通広場整備工事
 ・魅力体感施設展示物等整備業務委託料
 ・賑わい施設カフェレストラン等整備事業補助金
 ・西口エリア活用促進事業補助金
 ・西口アクセス道路沿線商業活性化事業補助金  など

魅力と活力あるまちづくり

道の駅「蓮如の里あわら」整備事業
 ・道の駅整備工事（汀公園整備工事含む）
 ・道の駅備品等調達事業委託料 など

商店街等集客力向上支援事業
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5,896 43

25,488 45
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79,000 86

2,100 68

30,983 94

52,143 101

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業

湛水防除事業
 ・県営事業負担金（排水機場更新：番田・田中々、中番、布目）

空き家活用促進事業
 ・空き家情報バンク登録に対する奨励金
 ・空き家における家財処分費への補助金
 ・空き家のリフォームに対する補助金
 ・空き家の取得に対する補助金
 ・特定空家の除却に対する補助金
 ・多世帯同居リフォーム支援事業補助金
 ・多世帯同居・近居促進事業補助金

（1件       20,000円）
（最高    100,000円）
（最高 1,000,000円）
（最高 1,000,000円）
（最高 1,000,000円）
（最高   600,000円）
（最高   300,000円） など

安全安心のまちづくり

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業

住みたいまちづくり

移住定住促進事業
 ・移住促進支援金
 ・移住就職等支援金
 ・移住マッチングサービスの活用 など

（最高    200,000円）
（最高 1,000,000円）

鳥獣害防止対策・駆除事業
 ・鳥獣害のない里づくり推進事業補助金
     （イノシシ ： 電気柵、固定柵 等）
 ・有害鳥獣駆除・処分委託料、イノシシ捕獲促進事業補助金 など
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Ｐｌａｎ－Ａ「新幹線を迎える」

1 新 並行在来線準備会社出資金 5,800 政策広報課

2 観光客受入推進事業 13,350 観光振興課

3 周遊・滞在型観光推進事業 2,425 観光振興課

4 「ちはやふる」を活用した知名度向上事業 3,800 観光振興課

5 観光推進事業 14,581 観光振興課

6 観光推進事業（イベント） 16,350 観光振興課

7 新 北陸新幹線開業対策事業 3,000 観光振興課

8 拡 芦原温泉駅周辺整備事業 1,700,771 

9 拡 道の駅「蓮如の里あわら」整備事業 545,805 建設課・政策広報課

Ｐｌａｎ－Ｂ「まちを輝かせる」

1 まち・むらときめき推進事業 30,309 総務課

2 空き家活用促進事業 25,488 市民協働課

3 公共交通対策事業 44,640 生活環境課

4 デマンド交通運行事業 36,675 生活環境課

「第２次あわら市総合振興計画」における６つのプランに基づく主要事業

・福井県の北の玄関口の整備
・魅力的な観光地づくりと観光の振興
・市民の足の確保

・令和元年度：第1次出資金 15,000

・学生合宿誘致事業補助金
・外国人滞在型観光促進事業補助金 など

・全国競技かるた女流選手権大会 など

・魅力発信事業（パンフレット等）
・観光地域づくり事業（ガイドツール）

・観光タクシー事業（あわらぐるっとタクシー）
・2次交通アクセス事業（あわらぐるっとバス）

・湯かけまつり事業補助金
・あわら灯源郷事業補助金
・あわら湯けむり映画祭開催補助金

・景観に配慮したまちなみづくり
・自然豊かなふるさとづくり
・快適な生活環境の整備

・乗合タクシーの運行

・坂井・あわらエリア周遊滞在型観光推進委員会負担金（あわら温泉、三国温泉の魅力向上 など）

新幹線まちづくり課
観光振興課
商工労働課

・賑わい施設整備工事
・東西自由通路整備工事
・西口アクセス道路等工事
・東口交通広場整備工事
・街なみ環境整備事業補助金 など

・魅力体感施設展示物等整備業務委託料
・賑わい施設カフェレストラン等整備事業補助金
・賑わい施設管理運営組織設立準備補助金 など

・汀公園整備費含む

・西口エリア活用促進事業補助金
・西口アクセス道路沿線商業活性化事業補助金

・機運醸成イベント

・空き家等相談会、空き家情報バンク登録奨励金、空き家家財処分支援補助金
・空き家取得支援補助金、空き家リフォーム支援補助金
・特定空家等除却支援補助金、特定空家等解体工事 など

・オンパク事業補助金
・北潟湖畔花菖蒲まつり事業補助金
・あわら観月の夕べ事業補助金

・えちぜん鉄道維持支援事業補助金
・広域生活路線等維持対策補助金

・集落ときめき活動事業補助金 など
　（①集落における担い手育成支援、②集落間の連携支援、③集落における課題解決への支援）
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5 森林環境譲与税基金活用事業 15,752 農林水産課

6 道路更新防災等対策事業（橋梁長寿命化） 29,300 建設課

Ｐｌａｎ－Ｃ「人をはぐくむ」

1 まち・むらときめき推進事業 30,309 （再掲）総務課

2 地域と進める体験推進事業 1,800 教育総務課

3 小中学校講師等配置事業 55,256 教育総務課

4 国際交流事業 11,310 

5 国際理解教育推進事業 4,865 教育総務課

6 小中学校運営支援事業 11,518 教育総務課

7 小中学校施設整備事業 30,900 教育総務課

8 拡 ＩＣＴ教育推進事業（児童・生徒用タブレット端末経費） 30,035 教育総務課

9 金津創作の森運営事業 109,743 文化学習課

10 拡 Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館改修事業 40,200 スポーツ課

Ｐｌａｎ－Ｄ「安らぎを守る」

1 まち・むらときめき推進事業 30,309 （再掲）総務課

2 児童見守り体制強化事業 1,800 子育て支援課

3 ひとり親家庭児童学習支援事業 3,800 子育て支援課

4 在宅育児応援手当支給事業 960 子育て支援課

5 子ども医療費助成事業 94,814 子育て支援課

・金津中学校 校舎改修

教育総務課
市民協働課

・小中学校におけるふるさと教育の推進

・集落ときめき活動事業補助金 など
　（①集落における担い手育成支援、②集落間の連携支援、③集落における課題解決への支援）

・森林整備促進補助金（作業道補修、集積運搬）
・森林環境教育補助金

・松くい虫被害総合対策委託料 など

・食事の提供（子ども食堂：3事業所、宅食：1事業所）を通じた見守り体制の強化

・中学校生徒の派遣交流
・金津高等学校生徒の派遣交流への助成

交流先：アメリカ オレゴン州 ユージン市
　　　　　中国 浙江省 紹興市

・外国語指導助手（ALT）の配置

・小学校：多動性児童、特別支援児童及び低学年生活支援に係る講師等の配置
・中学校：教科補充、学校生活支援に係る講師等の配置

・学校運営支援員の配置
・部活動支援員、地域スポーツ指導者の配置

・優れた教育環境の整備
・地域で活躍する人材の育成
・コミュニティ活動への支援

・第2子以降の児童（0歳児～2歳児）を在宅育児する場合、手当（10,000円/月）の支給

・端末機器、ネットワーク保守
・フィルタリング
・授業支援ソフト、教材ソフト

・小学校 1,262台、中学校 678台

・安心で安全なまちづくり
・子育て支援の充実と少子化対策
・高齢者に優しいまちづくり

・高校生等の通学費に対する助成
・宿題等にかかる学習会の開催

・集落ときめき活動事業補助金 など
　（①集落における担い手育成支援、②集落間の連携支援、③集落における課題解決への支援）
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6 病児・病後児保育事業 11,916 子育て支援課

7 放課後子どもプラン推進事業（放課後子どもクラブ） 48,451 子育て支援課

8 子育て世代包括支援センター事業（こあらっこ） 8,360 子育て支援課

9 特定不妊治療費助成事業 4,500 子育て支援課

10 あわらっこ子育て応援祝金事業 4,100 子育て支援課

11 私立認定こども園等運営支援事業 1,045,521 子育て支援課

12 健康長寿のつどい事業交付金事業 3,660 健康長寿課

13 予防接種・健康診査事業 120,962 

14 救急医療体制整備事業 3,961 健康長寿課

15 湛水防除事業 52,143 農林水産課

16 拡 土地改良施設維持管理適正化事業 27,804 農林水産課

Ｐｌａｎ－Ｅ「力をみなぎらせる」

1 まち・むらときめき推進事業 30,309 （再掲）総務課

2 新規就農者支援事業 10,954 農林水産課

3 有害鳥獣駆除事業 10,468 農林水産課

4 鳥獣害のない里づくり推進事業 20,515 農林水産課

5 農道保全対策事業負担金 57,500 農林水産課

6 拡 経営体育成基盤整備事業負担金 63,000 農林水産課

7 多面的機能支払交付金事業 235,480 農林水産課

8 森林環境譲与税基金活用事業 15,752 （再掲）農林水産課

9 林道保全事業 18,200 農林水産課

市民課・健康長寿課
子育て支援課

・排水機場改修（負担金含む）：上番、芦原

・森林整備促進補助金（作業道補修、集積運搬）
・森林環境教育補助金

・剱ヶ岳線（舗装）、市野々刈安線（橋梁保全）

・区画整理、暗渠排水等整備（柿原、新郷・下番、重義）

・県営事業負担金（排水機場更新：番田・田中々、中番、布目）

・休日在宅当番医制運営事業委託料
・病院群輪番制病院運営事業補助金

・新規就農者支援事業（就農奨励金、住宅借入等に対する補助）
・農業次世代人材投資事業（就農奨励金）
・新規就農者受入農家支援事業（研修受入れ農家に対する補助）

・企業誘致と立地企業への支援
・商業の振興と市街地の活性化
・強い農業、林業、漁業の実現

・認定こども園施設型給付金
・広域入所委託料
・認定こども園施設整備費補助金
・給食費助成費負担金

・坂井北部線（フルーツライン）

・イノシシ対策（電気柵、固定柵、緩衝帯 など）

・集落ときめき活動事業補助金 など
　（①集落における担い手育成支援、②集落間の連携支援、③集落における課題解決への支援）

・松くい虫被害総合対策委託料 など

・体験・実践を通じて、健康の維持・介護予防への取組みを推進

・小児救急医療支援事業補助金
・坂井地区二次救急医療運営事業補助金

・出産祝金（第１子 10,000円、第２子 30,000円、第３子以降 50,000円）の支給

・一時預かり事業補助金
・延長保育事業補助金
・障がい児等保育事業補助金
・保育士等処遇改善臨時特例交付金事業補助金 など
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10 スモール・ビジネス支援事業 4,548 商工労働課

11 商業エリア空き店舗・空き家改修事業 5,044 商工労働課

12 食品加工施設等整備支援事業 10,088 商工労働課

13 県経営安定資金（新型コロナウイルス対策分）利子補給事業 9,030 商工労働課

14 市街地賑わい創出事業 3,630 商工労働課

15 中小企業振興資金預託金 100,000 商工労働課

16 新 商店街等集客力向上支援事業 7,692 商工労働課

17 企業等魅力紹介ガイドブック制作事業 1,500 商工労働課

18 商工フェスタ事業補助金 3,000 商工労働課

19 拡 道の駅「蓮如の里あわら」整備事業 545,805 （再掲）建設課・政策広報課

Ｐｌａｎ－Ｆ「夢をつなぐ」

1 移住定住促進事業 5,896 市民協働課

2 縁結び推進事業 1,280 市民協働課

3 結婚新生活応援事業
 5,700 市民協働課

4 スモール・ビジネス支援事業 4,548 （再掲）商工労働課

5 商業エリア空き店舗・空き家改修事業 5,044 （再掲）商工労働課

6 食品加工施設等整備支援事業 10,088 （再掲）商工労働課

7 企業等魅力紹介ガイドブック制作事業 1,500 （再掲）商工労働課

8 社会資本整備総合交付金事業（公営住宅長寿命化） 79,405 建設課

 ・Ｕ25夫婦支援金（若い世代への支援）
    25歳以下・世帯所得 400万円未満 … 100,000円

・移住促進支援金の支給 … 最高 200,000円 ・移住マッチングサービス（SMOUT）の活用 など

・福井県経営安定資金（新型コロナウイルス対策分）の借入金に対して、当初3年間における利子補給

・店舗改装への支援
・商品開発・販路開拓への支援
・イベントに対する支援

・あわら市産の農産物を使用した加工品への支援（施設・設備等への補助）

・空き家・空き店舗を活用する起業者への支援

・商業エリア（芦原温泉駅、あわら湯のまち駅周辺）の空き家・空き店舗を活用する起業者への支援

… 最高 300,000円
… 最高 100,000円

・企業情報誌 「BRIDGE（ブリッジ）」印刷費

・移住・定住の促進
・結婚しやすい環境の整備
・雇用の創出と働きやすい環境の整備

・ゆ～i夢カードにおけるアプリ導入への支援

・婚姻に伴う引越・住宅費用への支援
     39歳以下・世帯所得 400万円未満
     39歳以下・世帯所得 400万円以上 500万円未満

・出会いの場の提供、婚活への支援（イベント・セミナー開催）

・あわら市産の農産物を使用した加工品への支援（施設・設備等への補助）

・企業情報誌 「BRIDGE（ブリッジ）」印刷費

・空き家・空き店舗を活用する起業者への支援

・商業エリア（芦原温泉駅、あわら湯のまち駅周辺）の空き家・空き店舗を活用する起業者への支援
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■ その他の主要事務事業

1 嶺北消防組合負担金　 521,979 総務課

2 選挙執行経費 23,600 総務課

・参議院議員（任期：R4.7.25）、知事（任期：R5.4.22）・県議会議員（任期：：R5.4.29）

3 福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金（電算共同利用費） 164,537 政策広報課

4 ふるさとあわらサポート基金事業（ふるさと納税） 121,953 市民協働課

5 マイナンバーカード取得推進費 20,000 市民課

6 国民健康保険特別会計繰出金 204,989 市民課

7 後期高齢者医療特別会計繰出金 87,687 市民課

8 福井県後期高齢者医療広域連合負担金 370,079 市民課

（療養給付費、事務費）

9 坂井地区広域連合負担金（葬斎場費、し尿処理施設費） 96,556 生活環境課

（葬斎場費：空調、火葬炉改修費含む　し尿処理施設費：し尿収集車減車費含む）

10 福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金（塵芥処理費等） 279,750 生活環境課

11 ごみ処理事業 169,053 生活環境課

12 重度障害者（児）医療費助成事業 139,970 福祉課

13 障害者自立支援給付事業 676,698 福祉課

14 32,353 福祉課

（基幹相談支援センター、相談支援所、地域活動支援センター、日常生活用具給付 など）

15 障害児支援事業 94,208 福祉課

16 生活保護給付事業 244,000 福祉課

17 生活困窮者自立支援事業 15,293 福祉課

18 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 2,100 福祉課

19 母子父子医療費助成事業 15,810 子育て支援課

20 児童手当支給事業 347,493 子育て支援課

21 児童扶養手当支給事業 75,090 子育て支援課

22 坂井地区広域連合負担金 456,184 健康長寿課

（介護保険費、低所得者保険料軽減費、共通費）

23 養護老人施設措置事業 140,032 健康長寿課

24 地域支援事業 95,740 健康長寿課

（介護予防・日常生活支援、 包括支援）

25 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業 79,000 健康長寿課・総務課

26 市民生活安定資金預託金 21,500 商工労働課

27 新幹線建設事業負担金 7,667 新幹線まちづくり課

28 新幹線関連公共施設等整備事業 17,148 新幹線まちづくり課

29 新幹線整備関連事業（鉄道建設・運輸施設整備支援機構） 86,832 新幹線まちづくり課

30 水道事業会計補助金（高料金対策分） 89,600 上下水道課

31 公共下水道事業会計補助金（高資本対策分） 68,600 上下水道課

32 公共下水道事業会計出資金（高資本対策分） 184,000 上下水道課

33 公共下水道事業会計負担金（雨水処理等分） 341,632 上下水道課

34 小中学校スクールバス運行事業 100,053 教育総務課

地域生活支援事業
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